
問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005
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◆ JUMP UP もおか
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「春の交通安全県民総ぐるみ運動」について
「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会真岡市
実行委員会ボランティア募集」について
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◆わくわく体操
4 月のテーマ「上半身の姿勢づくり」

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
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◆いちごショートケーキ
「未定」

【4 月 5日（月）～ 4月 11日（日）放送内容予定】

国民年金保険料国民年金保険料はは
納付期限納付期限までにまでに納納めましょうめましょう
　令和 3年 4月分から令和 4年 3月分までの国
民年金保険料は、月額 16,610 円です。
【納付方法】保険料は、日本年金機構から送付さ
れる納付書で、金融機関・郵便局・コンビニ
で納めることができます。割引制度が適用さ
れる前納（半年分・1年分）の納付書も同封
されているので、ぜひご検討ください。

※クレジットカードやインターネット、口座振
　替でも納付ができます。
【注意事項】日本年金機構では、保険料を納付期
限までに納めていただけない方に対し、電話・
文書・訪問等により早期に納めるよう案内を
行っています。未納のまま放置すると強制徴
収の手続きによって督促を行い、指定された
期限までに納付がない場合は、被保険者本人
のほか、連帯して納付義務を負う配偶者およ
び世帯主の財産が差し押さえられる場合があ
ります。
※所得が少ない等の理由で納付が困難な場合は、
保険料が免除・猶予される制度がありますの
で、下記までご相談ください。
問 国保年金課国民年金係 ℡ 81-3534
　 二宮支所 ℡ 74-5004

イノシシイノシシのの駆除駆除をを実施実施しますします
　わなを主体とした駆除です。わなの近くに「表
示板」「わな表示票」がありますので、ご注意く
ださい。
【とき】4月 1日（木）～令和 4年 3月 31日（木）
※ 7/21 ～ 8/31、9/20 ～ 9/26 を除く
【ところ】根本山周辺、小貝川東部地区
　（青谷、　君島、南高岡、道祖土、
　三谷、水戸部、阿部岡）
JAはが野真岡地区営農センター　℡83-8700

　JAはが野二宮地区営農センター　℡74-4115
　農政課農政係　℡ 83-8137

新型コロナウイルス新型コロナウイルス
感染症を予防感染症を予防しましょうしましょう

●しっかりと手洗い・手指消毒を徹底しましょう。

●会話の際は、マスクの着用を忘れずに！

●混雑する時間をずらすなど、  3密を
避けましょう。

●こまめに換気し、適切な湿度を保ちましょう。

●体調が悪いときには、 仕事を休み
ましょう。

≪次のような場合には感染リスクが高まります≫
飲食を伴う懇談会等、大人数や長時間に及ぶ飲
食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、
居場所の切り替わり

もおか
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真岡市長選挙につ
いて

市からのお知らせ 真岡鐵道 令和 3年度当初予
算について
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◆総合福祉保健センター

法律相談（真岡市民に限る）
3/26（金）8:30～予約受付
社会福祉協議会 ℡82-8844

13 日（火）
10:00 ～ 12:00

心配ごと相談
※電話相談可（℡ 82-8844）
受付時間 9:00 ～ 11:30

6、20、27日（火）
9:00 ～ 12:00

人権相談 虐待・DV・差別
みんなの人権 110番
℡ 0570-003-110

電話相談のみ実施

行政相談 行政への意見･要望 13日（火）9:00～12:00
◆二宮コミュニティセンター

行政相談 行政への意見･要望 6日（火）9:30～11:30
◆市公民館山前分館

心配ごと相談 13日（火）9:00～12:00
（最終受付 11:30 まで）

人権相談：社会福祉課社会福祉係 ℡ 81-6943
行政相談：情報政策課広報広聴係 ℡ 83-8100
そ の 他  ：社会福祉協議会 ℡ 82-8844

料金無料
秘密厳守 ４月の各種相談日

広報もおかでお店を紹介しませんか広報もおかでお店を紹介しませんか

「市内「市内のの飲食店紹介飲食店紹介コーナー」コーナー」
協賛店募集協賛店募集

　「広報もおか」では、市内の飲食店を紹介する
コーナーを企画しています。
【掲載事項（予定）】
・お店の紹介文
・住所や営業時間などの基本事項
・おすすめのメニュー
　（プレゼント抽選の賞品を含む）
・料理や内観・外観の写真など
【条件】
①市内に店舗等を有し、日常的に営業している
　事業者であること
②ランチ、テークアウトに
　対応している店舗であること
③概ね 1,000 円以上相当額の
　賞品を 4人以上に提供できること
④市税等を完納していること
【申し込み】市HP掲載の申込書また
　はロゴフォームに必要事項を記入
　し、下記へ申し込みください。
問 情報政策課広報広聴係
　 ℡ 83-8100 FAX83-5896　
 　Eメール：kouhou@city.moka.lg.jp

ロゴフォーム
QRコード

市HPQRコード

マナーアップ！あなたが主役ですマナーアップ！あなたが主役です

春春のの交通安全県民総ぐるみ運動交通安全県民総ぐるみ運動
【期間】4月 6日（火）～ 15日（木）
【運動の基本】子供と高齢者の交通事故防止

運動の重点運動の重点
①子供と高齢者を始めとする歩行者の
　安全の確保
②自転車の安全利用の推進
③歩行者等の保護を始めとする
　安全運転意識の向上
問 くらし安全課交通防犯係 ℡ 83-8110
　 真岡警察署 ℡ 84-0110

者の

《スポーツ安全保険にご加入ください》
　加入団体が活動中に起きた事故（活動場所へ
の移動を含む）に対し、保険金が支払われます。
【加入対象】スポーツ・文化・ボランティア・地
域活動を行う 4人以上の社会教育関係団体

【保険の種類】傷害保険・賠償責任保険・突然死
葬祭費用保険

【保険期間】加入日～令和4年3月31日
　（毎年度更新）
※令和 2年度加入団体には、代表者宛てに申込
書が届きます。新規加入を希望する団体は、
下記窓口にある申込書をご利用ください。
問 スポーツ振興課 ℡ 84-2811

スポーツ少年団登録受付スポーツ少年団登録受付
【登録対象】年間を通じて小中学生を中心にスポー
ツ活動を展開しているクラブ（原則20歳以上
の指導者2人および10人以上の団員が必要）

【登録料】1人につき、指導者 1,000 円、スタッ
フ 1,000 円、団員 600円

【活動内容】市内交流大会や指導者講習会の実施、
県交流大会への参加、県の交流大会派遣費の一
部補助、県内や全国の仲間との交流事業　など

【申込方法】登録申請書は下記窓口に設置してあ
ります。また、令和 2年度登録団
体には日本スポーツ少年団から申
請書が送付されます。
※申請書を提出した後、案内に沿っ
てウェブ登録をお願いします。

【申込期限】4月 30日（金）

新型コロナウイルス新型コロナウイルス
ワクチン接種までの流れワクチン接種までの流れ
　市ではワクチン接種を円滑かつ安全に実施す
るため、接種体制の整備に取り組んでいます。
　なお、ワクチンを接種するには本人の同意が
必要であり、強制されるものではありません。
≪ワクチン接種までの流れ≫
①個人宛てに接種券を発送
　市から住民票所在地の住所に発送します。
※市の高齢者の接種に必要なワクチンの供給見
　通しが立つまでは、接種券の発送を見合わせ
　ます。（5月前半までに発送予定）
②個人宛てに予診票を発送
　予診票は接種券とは別に発送します。
③ワクチン接種の予約受付を開始
　予診票に同封されている予約受付の案内に
沿って申し込みをしてください。
（予約には接種券が必要）
※コロナワクチン接種は完全予約制となります。
④ワクチン接種を開始
■接種回数は 2回で、1回目接種後、中 20日（3
　週間）の間隔を空けて 2回目を接種します。
■ 1回目と 2回目に接種するワクチンは、同じ 
　種類のものです。
※接種費は無料（全額公費負担です）
★ワクチンに関して詳しくは、
　下記へ問い合わせください。
問 市ワクチン接種予約相談センター ℡83-8080
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